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報道関係各位 

2012 年 11 月 30 日 

MTV Networks Japan 株式会社 

 

 
 

MTV が宮古島で開催する野外音楽フェスティバル 

「Isle of MTV Miyakojima」 第一弾アーティスト発表！ 
 

AK-69／DAISHI DANCE／FAR EAST MOVEMENT 

INFINITY16／WORLD ORDER 
 

世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・ブランド「MTV」を日本で展開する MTV Networks 

Japan 株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：沼倉重夫）は、2013 年 3 月 23 日（土）、沖縄

県宮古島の南西楽園宮古島リゾート敷地内特設会場で開催する野外音楽フェスティバル「Isle of MTV 

Miyakojima」（読み：アイル オブ エムティーヴィー ミヤコジマ）の第一弾アーティストを発表いたしまし

た。 

 

「Isle of MTV」は、MTV ヨーロッパが 2002 年よりヨーロッパ各地の観光地で開催してきた野外音楽フェス

ティバルで、今年で 11 周年を迎えた MTV を代表する世界的人気イベントの一つです。 

今年初めてヨーロッパを離れ、日本を代表するビーチリゾートの一つである沖縄県宮古島にて開催いた

します。 

 

第一弾アーティストとして出演が決定したのは、今年 6月にニューヨークに制作現場を移し世界基準のサ

ウンドを追及している AK-69、ダンスフロアに強烈なピークタイムと一体感を創り出すハウス DJ、DAISHI 

DANCE、現代エレクトロパーティーサウンドの最先端を牽引するヒップホップユニット、 FAR EAST 

MOVEMENT、怒涛のレゲエサウンドでオーディエンスを熱狂の渦に巻き込む INFINITY16、独自の音楽表

現と身体表現で世界を魅了するパフォーマンスユニット、WORLD ORDER の 5 組です。 

今後も追加アーティストが決定次第、随時発表してまいります。 

 

本フェスティバルのチケットは、12 月 1 日（土）12 時より先行受付を開始いたします。 
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◆イベント実施概要 

� 開催日： 2013 年 3 月 23 日（土）  

� 会 場： 沖縄県宮古島市 南西楽園宮古島リゾート敷地内特設会場 

� 出 演： AK-69、DAISHI DANCE、FAR EAST MOVEMENT、INFINITY16、WORLD ORDER 他（※ABC 順） 

� 主 催： MTV Networks Japan 株式会社、オール・アクセス・トゥデイ・ジャパン株式会社、    

Hument Work’s 株式会社、有限責任事業組合ミュージックアイランド宮古島、 

e+（イープラス） 

� 後 援： 宮古島市、宮古島観光協会、宮古島商工会議所、宮古青年会議所 

� 協 力： 株式会社南西楽園リゾート 

� 公式サイト： www.mtvjapan.com/iomm （PC／携帯） 

� お問合せ： Isle of MTV Miyakojima 事務局 e-mail: info@iomm.jp  

 

◆チケット発売情報 

＜価格＞ 

� 前売券： 5,800 円（税込） 

� グループ割券： 20,000 円（税込） ※限定 200 組 800 枚（4 人組限定のグループチケット） 

＜Isle of MTV Miyakojima 特別先着先行受付＞ 

� 受付期間： 12 月 1 日（土）12:00～2013 年 1 月 24 日（木）23:59  ※お一人様 8 枚まで 

� 受付 URL： http://eplus.jp/isle-2013/ （PC／携帯） 

 

 

◆出演アーティスト プロフィール 

 

AK-69    （エーケー・シックスティナイン） 

破竹の勢いで記録を塗り替える日本を代表するヒップホップアーティスト。

Billboard JAPAN Independent of the year 2011 受賞。過去 8 作品でオリコンインデ

ィーズチャート 1 位を獲得、アルバム『THE RED MAGIC』ではインディーズアーティ

ストながらオリコン総合チャート 3 位を獲得した。同アルバム収録曲"PUBLIC 

ENEMY"のミュージックビデオは数々の賞を受賞。2009 年に発表されたアルバム

『THE CARTEL FROM STREETS』は、今も尚ロングセールスを続けゴールドアルバ

ムに認定された。 

 

 

 

 

DAISHI DANCE （ダイシ・ダンス） 

札幌を拠点に活動する HOUSE DJ/PRODUCER。メロディアスな HOUSE か

らマッシブなHOUSE までハイブリッドでカッティングエッジな DJ スタイルで

ダンスフロアに強烈なピークタイムと一体感を創り出す。札幌の老舗

CLUB“PRECIOUS HALL”でのレギュラーパーティは 16 年目に突入し毎月 5

時間～8 時間ものロングセット DJ を披露している。デビュー当初から韓

国での活動も本格的に行っていてソウル最大の CLUB ELUUI でのレギュ

ラーDJ を務める他、BIGBANG、AFTERSCHOOL、RAINBOW をはじめ韓国

の人気アーティストへの楽曲提供も多数手掛けている。 
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FAR EAST MOVEMENT    （ファーイースト・ムーヴメント） 

2010 年、シングル「ライク・ア・G6」がビルボード・ホット 100 シングル・チャ

ートにて 3 週 1 位を記録、アジアン・アメリカン・グループとして初の快挙を

成し遂げた、ジャパニーズ／チャイニーズ・アメリカンのケヴ・ニッシュ、コリ

アン・アメリカンのプログレス & J スプリフの 3 人の MC、そしてフィリピーノ・

アメリカンの DJ＝DJヴァーマンの 4 人からなるエレクトロ・ヒップホップ・ユニ

ット、ファーイースト・ムーヴメント。その「ライク・ア・G6」と珠玉のバラード

「ロケッティア」を収録した前作『フリー・ワイアード』に続くニューアルバム

『ダーティ・ベース』は 2012 年 5 月発売。話題の先行シングル「リヴ・マイ・

ライフ feat.ジャスティン・ビーバー」を筆頭に「よりエレクトロに、よりブっ太

いクラブ・サウンドに」をコンセプトにしたアルバム。レディー・ガガ、リアーナ、リル・ウェインのオープ

ニング・アクトでパワー・アップ、レーベル・メイト LMFAO との EU、US のダブル・ヘッド・ツアーで世界を

熱狂させている。 

 

 

INFINITY16    （インフィニティ・シックスティーン） 

1994 年に TELA-C を中心に結成されたレゲエサウンドシステム。

TELA-C のジャマイカ、ニューヨーク滞在を経て、2002 年より活動を再

開。数多くのサウンドクラッシュや野外イベントへの出演を通じてリス

ナーにレゲエの魅力を伝える。2007 年にはニューヨークで行われた

サウンドクラッシュ「GARRISON SHOWDOWN」に日本代表として出場

し見事優勝。世界的な評価も獲得する。同年 3 月に UNIVERSAL 

MUSIC と契約しメジャー進出。さまざまなアーティストとコラボレート

する welcomez シリーズでヒットを連発している。もはやレゲエという

枠には収まりきらず、その独創力を武器に挑戦を続ける INFINITY16 の無限の可能性は未だ留まるこ

とを知らない。 

 

 

WORLD ORDER    （ワールド・オーダー） 

格闘家時代「入場 100％、試合 100％」と公言する程、格闘技をエ

ンターテインメントとして"表現する"事に強いこだわりを持っていた

須藤元気が立ち上げた本格音楽プロジェクト「ワールド・オーダー」。

須藤自身の歌唱とともに、ポップかつセンシティブなダンスミュージ

ックと、高い身体能力を活かしたダンスパフォーマンスとが融合し

て独自の世界を構築。今まで誰も観たことのない独創の表現スタ

イルが、アジアをはじめアメリカ、カナダ、EU 圏で熱烈に支持され

ている。 

 

 

 

 

■ このリリースに関する報道関係の方からのお問い合わせ先 

MTV Networks Japan 株式会社 広報部 担当：日比、露口、峯村 

Tel: 03-6434-3107（広報部直通・月～金）  e-mail: pr@vimn.com   

 

■ このリリースに関する一般の方からのお問い合わせ先 

MTV HOTLINE   Tel: 044-722-6660（自動音声）  e-mail: info@mtvjapan.com    


